
チョークアート資格取得［基礎コース］

整理収納アドバイザー 2級認定講座
藤丸直子 整理収納アドバイザー

整理収納教育士認定講師

お片付けが苦手な方でも大丈夫！！整理収納はモノと向
き合うことから始まります。基本的な“整理の考え方”、
具体的な“整理の方法”、実践的な“収納のコツ”を事例
を交えて詳しく学ぶことができます。
＊申込締切日までに受講料をご入金ください。
＊申込締切日以降のキャンセルはご返金できかねます。

17,280円(税込)
10:30～17:30 10:00～17:00
3/12(月)または4/22(日)11日

講座

テキスト代1,500円（税込）＊お持ちであれば無料 認定料4,320円(税込)
申込締切 各1週間前

第1・3(木)13:15 ～ 14:45 月額6,100円(税別)

第1・3(木)15:00 ～ 16:30
月額6,100円(税別)

よくわかる四柱推命占い

基礎から学ぶ実践手相学

山田凰聖 甲斐四柱推命学院学院長

「よくわかる手相の見方」の著者が基礎から実
践的な手相の見方までを実例をまじえて直
接伝授します。イラストではない、実際の手相
をみることで、本当の鑑定力が身につきます。

3/29(木)13:15～14:15 3,050円
今回のみ1,000円

第1・3(土)10:00 ～ 11:30
　　　　  12:15 ～ 13:45
第2・4(土)10:00 ～ 11:30
第2・4(水)17:00 ～ 18:30
月額3,400円(税別)

学研 科学実験教室
学研科学実験教室専任講師

バターを作ったりエジソン電球を再現したりワクワク・ドキド
キの実験がいっぱい！体験を通して、知的好奇心を育みます。

学研幼児コースほっぺんくらぶ
学研教室専任講師

親子やお友だちとのふれあいを重視した体験型
の幼児教室です。又、えほん教材も使用します。

1,000円

第1・3(日)10:30 ～ 12:00・13:30 ～ 15:00
第2・4(日)10:30 ～ 12:00・13:30 ～ 15:00
第2・4(火)16:30 ～ 18:00
月額8,000円(税別)

学研・城戸真亜子アートスクール
学研城戸真亜子アートスクール専任講師

村田美香 大阪音楽大学短期大学部卒

音を聴き、感じ、感覚で理解する楽しい音楽レッスン。音
楽の力で優れた感覚や能力を育み、情操や知育、運動な
ど人間形成の大切な土台を培います。伸びる可能性を大
きく育てます。

幼少期からアクリル絵の具
やカラーガムテープなど
様々な画材を豊富に使っ
て、大胆で色彩感覚豊かに
表現できる子どもを育み
ます。

【年長～小6】

【年中～小6】

1,200円

～新学年から科学！ワクワク・
　ドキドキふしぎ体験をしましょう！～
4月
5月
6月

大気圧のふしぎ実験
食べ物びっくり実験
電気・電池おもしろ実験

2,000円

1,000円

月額3,500円（税別）

第2・4(水)

10:30 ～ 11:30
【ステップクラス】（7ヶ月～1歳6ヶ月）

11:30 ～ 12:30
【ジャンプクラス】（1歳7ヶ月～）

第1・3(木)
ママベビ（4ヶ月～）

ママキッズ（2016.4月～2017.3月生まれ）
第2・4(木)

10:00～11:00
月額3,000円（税別）

1,480円(税込)

11:00～12:00

10:00～11:00
入園準備（2015.4月～2016.3月生まれ）

16:00～17:00
園児Ⅰ（年少・年中）

17:00～18:00
園児Ⅱ（年長）

月額4,050円～（税別）
2,506円(税込)

12:00～13:10
フェリーチェ（2015.4月～2016.3月生まれ）
月3～4回(木)

月3～4回(木)

月額7,950円～（税別）
2,565円(税込) 500円 1,080円（税込）

ハッピー・リトミック ママと
一緒に！

3/29(木)15:00～16:00 3,050円
今回のみ1,000円

第2(土)
【キッズ】（年長～大人）14:30～16:30
【たんぽぽ】（年少～年長の親子ペア）16:30～17:45
月額2,100円(税別)

12ヶ月のお花あそび&
子どもがたのしむお花の教室
片山裕子 キッズワールド

フラワースクール講師

毎月季節のテーマにそって、季
節のお花を使い、自然に触れ合
いながら、オリジナルな夢のあ
るアレンジ、ガーデニングを楽
しみましょう。

1,000円 2,000円

(水)
【キッズクラス】（5才～7才）15:45～16:30
【ジュニアクラス】（7才～14才）16:30～17:30
月額6,000円(税別)

こどものための
クラシックバレエ
北條知子 アートダンスプロダクション所属

わたしたちのバレエクラスでは、
動きのしくみを説明しながら指導
しています。理解しながらトレー
ニングすることで、より高度な技
術を習得することができます。

1,000円

月額3,100円(税別)
17:00 ～ 18:00
【ジュニアクラス】（小1～中3）
16:00 ～ 17:00
【ケイキクラス】（3才～年長）
第2・4(木)

ハワイアン・フラ

こどもとジュニアのための
フラクラスです。フラのお
稽古を通して、自己表現や
礼儀を身につけます。

1,000円

ハラウ オ ナーププヒククイマイカヒキナ専任講師

(金)18:30～19:10
月額4,700円(税別)

子供合気武道
岡林将玄 白鳳流合気武道・総長

体で感じ知る事から始め体の働き方を
学ぶ。美しい身のこなしこそ躾です。
和して動ぜずの合気の心を育てます。

【小1～中3】

第1・3(火)18:30～19:30 月額3,100円(税別)

キッズHIP HOP
Yuumi 大阪ダンス&アクターズ専門学校卒

基礎練習をしっかりして一
人一人の苦手を一つずつな
くしていきます！ゆっくり確
実に上達していきましょう♪

【小学生】

月3回(木)
17:00 ～ 19:00
月額4,200円(税別)

こども書道教室
久野梢雲 日本書芸院師範

読売書法会会友　千草会理事

元気っ子集まれ！
楽しくおけいこ
し、挨拶もでき
る子に。毛筆・硬
筆練習可能。親
子でのおけいこ
も大歓迎！

【5才～大人】

第1・3(金)
13:00 ～ 14:00
月額5,100円(税別)

ウクレレ教室（初級・中級）
大谷駿一 関西学院軽音楽部OB

吹田チャリティJAZZコンサート実行委員

初めて楽器を弾く
方、大歓迎！基本
をマスターしまし
ょう。ハワイアンス
タイルのリズムが
出来るよう指導し
ます。

第1・3(水)
10:00 ～ 11:30
月額5,100円(税別)

～初心者のためのレッスン～
楽しいリコーダー教室

井上佳代 リコーダー奏者

何か楽器を始めてみたいけ
ど・・・と思っておられる方にピ
ッタリ！！小学生のころに吹いた
ことがある方はもちろん、基礎
の奏法、コツを学び、みんなで
楽しく音楽を奏でましょう。
（楽譜が読める方が対象です。）

月3回(水)
15:30 ～ 16:15
月額5,400円(税別)

若柳流日本舞踊・新舞踊
若柳幸佑 睦流師範（新舞踊）

若柳流師範

古典を基礎に小唄端
歌新舞踊など精神
力、記憶力を高め若
さと健康を保つ為楽
しく踊りましょう。

第1・3(木)
19:00 ～ 20:30
月額6,100円(税別)

柳生新陰流
池之側 浩 武術塾［柳生天狗堂」代表

柳生新陰流は、
徳川将軍が学ん
だ江戸時代の剣
術です。素振り中
心の稽古で、初
心者でも安心し
て参加頂けます。

第4(水)17:30～18:30 月額2,000円(税別)

はじめてのきもの着付けレッスン
十河眞由美 和服着装師

十河菱眞 小笠原流礼法　関西支部講師

お祭りやお食事会などへ気軽に着物を装って
お出かけできると、とっても素敵ですね。日常
と少し違う新しいおしゃれを楽しみましょう。

第1・3(火)
19:00 ～ 20:00
月額5,100円(税別)

五感を使った速読教室
酒匂千嘉子 美脳アカデミー所属

速読インストラクター

速く読めるのはもち
ろん、集中力・記憶
力UPや、右脳や潜
在意識を開花させ、
脳から楽しく若返り
ませんか。

第1・3(木)13:30 ～ 15:00
月額4,000円(税別)

健康詩吟
高倉翠坡 公益社団法人

関西吟詩文化協会総師範

漢詩の素読から始まり、
声を出しやすくする方法
や、詩吟の謡い方を解り
やすく解説します。詩吟
をちょっとだけ体験した
いな～という方にもお気
軽に参加して頂けます。

第2・4(月)10:00 ～ 11:30
月額3,100円(税別)

スポーツ吹矢健康法
小山英明 （一社）日本スポーツ吹矢協会

上級公認指導員

気軽に出来る
健康効果の秘
訣は腹式呼吸
をベースとした
スポーツ吹矢式
呼吸法です。精
神力・集中力が
身につきます。 月3～4回(火)

【上級コース】13:30～15:30 月額4,050円～(税別)
【24式太極拳コース】13:30～15:00 月額3,150円～(税別)

楽しく学ぶ太極拳
伊奈遊子 ITC太極拳愛好会主宰

年齢を重ねるほど体を
動かすことが大事です。
扇も練習しています。
「楽しく学ぶ太極拳」な
ら続けられます。ぜひ体
験してください！

(水)13:30～15:00
(金)11:30～13:00
月額6,200円(税別)

やさしい太極拳
笹山真美 中国武術研究会指導員

肩の力を抜き、ゆったり
した気分で基本の型・動
作から少しずつ、体に無
理なく健康法として楽
しく学べます。

(金)19:30～21:00 月額7,400円(税別)

(火)19:40～20:55 月額6,200円(税別)
【中1～】

第4(水)18:30～20:00
月額3,100円(税別)

第2・4(木)13:00 ～ 15:00
月額4,800円(税別)

ペンと水彩かんたんスケッチ
池田真佑良 アトリエリシェス主宰

雑貨や植物、お菓子など
身近なものから思い出の
風景まで、水性ペンと透
明水彩で楽しく描いてみ
ましょう。

第4(火)15:00 ～ 16:30
月額2,100円(税別)

生活を彩る
プリザーブドフラワー
西山めぐみ Fleur Joue 主宰

季節に応じたデザインを提供
し、作り込んだアレンジに仕
上げます。自然の花にはない
色合いや質感を半永久的に
保て、贈り物やインテリアに
最適！

第2・4(水)13:00 ～ 16:00
月額4,100円(税別)

ボタニカルアート
藤原晶子 日本植物画倶楽部会員

ボタニカルアートとは植物
画のことです。実物大に描
くことが基本です。道端に
咲く小さな花や野菜など、
絵にすることで活き活きと
生まれ変わります。

4/9（月）10:30～11:30

4/23・5/14・5/28・6/11(月)
10:30 ～ 12:30
【全4回一括】24,000円（税別）

パーソナルカラー検定
モジュールⅠ対策講座
友田佳美 NPO日本パーソナルカラー協会

認定本部講師

オシャレを楽しみながら学習したい
人、カラリストを目指す人など、どな
たでも受験出来、色を使いこなせる
検定です。

第2(金)10:30 ～ 12:30
月額2,600円(税別)

ヴィクトリアンフラワークラフト
亀井洋子 （財）日本手芸作家連合会講師

ヴィクトリアン調の材料や輸入のゴ
ールドワイヤーブリヨンを使用し
て小物入れを装飾します。当日お
好きな色合いを選び世界に1つの
オリジナル作品を製作しましょう。

第1・3(月)18:00 ～ 20:00
月額5,100円(税別)

デッサンからスケッチ画・水彩画へ
中田幸夫 行動美術協会会員

旅先や公園などで描い
ている人を見ると、私
にも描けたら・・なんて
思ったらまずはチャレ
ンジしてみてください。

第1・3(水)10:00 ～ 12:00
月額 初級3,600円～ (税別) ＊中級・上級あり

池坊いけばな
峠　紀旭
堀田紀子

一般財団法人池坊華道会評議委員
華道家元池坊大阪橘会支部長
日本いけばな芸術協会常任委員

個性やレベルに合わせた指導
を行います。いけばなを通し
て暮らしに豊かさ、うるおい
を取り入れませんか。

第1・3(水)
13:00 ～ 16:00
月額10,000円(税別)

能面を打つ
中煒能翔 能面師

木の塊をノミ、彫刻刀で彫
り、日本画の方法で色づけ
します。初心者から能舞台
で使える面迄、親切丁寧に
指導します。

第2・4(月)
19:30 ～ 20:30
月額3,500円(税別)

リフレッシュ☆ナイトYOGA
種村貴美 全米ヨガアライアンス認定

200RYTインストラクター

一日頑張ったお休み前の心
と身体にご褒美を。ほぐし運
動を沢山盛り込んだ楽しい
ヨガのクラスです。

第2・4(土)
13:00 ～ 14:00
月額3,000円(税別)

リラックスYOGA
田中美貴子 全米ヨガアライアンス認定ヨガインストラクター

ベーシックトレーニングコース卒業

自分のためだけの時間。自
分と向き合う時間。楽しく
無理なく気持ちよく、ヨガ
をはじめてみませんか？

第2(水)13:00 ～ 14:30
【全6回一括】16,800円（税別）

メディカルアロマQOL
プランナー（健康管理士）講座
家永純世 JMAA日本メディカルアロマテラピー

協会認定スペシャリスト

JMAA認定の5種のセルフケア講
座の内容がすべて盛り込まれた、
メディカルアロマの最新講座。美
容スキンケア～市販薬までさまざ
まなレシピが学べます。講座受講
後、認定登録手続きをすることで
「メディカルアロマQOLプランナー」もしくは「メディカル
アロマ健康管理士」の資格が取得でき、NPOとして啓蒙・
普及、セミナー開講することができます。

第4(土)10:30 ～ 11:45
月額3,000円(税別)

整体師の
姿勢・骨盤改善エクササイズ

山内よしこ
整体師
日本肥満予防健康管理士認定講師
元日本ウェルネス専門学校講師

正しい姿勢を意識しながら痛みのでない
身体作りを目指します。腰痛・膝痛・尿モ
レ・お顔のタルミなど毎回テーマを決め
気になる部分をトータルにサポートして
いきます。（個別骨盤チェックあり）

第2・4(日)
10:30 ～ 11:50
月額3,700円(税別)

やさしい日曜ハワイアンフラ
Yuri Kaleonahe 木村 Lei Pua Melia

主宰

日曜の朝には癒しのフラ
を。ベイシックのあと、曲の
意味を説明し、踊りに入り
ます。年齢を問わず、優美
なフラを指導致します。

月3～4回(月)
【入門】10:30～11:30 月額5,850円～(税別)
【初級】11:30～12:30 月額6,750円～(税別)

ゆっくり楽しむフラメンコ
スタジオ・ヴェルデ専任講師

スペイン・アンダルシア地方
の舞踊「フラメンコ」を、基礎
からゆっくりのペースで学
びませんか？強さと優雅さ
を合わせ持つダンスです。
初めての方、歓迎します。

第1・3(木)14:00 ～ 15:00
月額4,800円(税別)

やさしい柔軟ジャズダンス
川口宮子 M.ダンススタジオ主宰

初心者向けのやさしいジャズダ
ンスで自然に柔軟性も身につけ
ます。シニアの方でもお気軽に
ご参加下さい。楽しく体を動か
しましょう。Let's Dance！！

第1・3(金)10:00～11:15
月額3,800円(税別)

HULA（フラダンス）
Naleianuenueokekai
（多賀洋子）

Na Lei Anuenue Hula
Academy主宰

ハワイのエインズレイ先生が
認定した講師が基礎から優し
く丁寧にお教えします。笑顔で
楽しく踊れます。

2,600円

第2(金)13:30 ～ 15:30
月額2,600円(税別)

やさしい色鉛筆と淡彩画
《ドローイング》

安芸和美 日展会友

初めての方も多い講座です。静物・人
物・野外写生と多彩に楽しめます。手持
ちの絵具、色鉛筆でスタートです。

第1(金)10:30 ～ 12:30
月額2,600円(税別)

クラフトビーズアクセサリー
中森弘馨 （公）日本生涯学習協議会

本部専任講師

ビーズや天然石をステッチ、ワ
イヤーワーク、マクラメ編み
等、様々な技法を使ってアク
セサリーを作ります。

第1・3(土)10:30～12:30 月額5,700円(税別)

千里写真塾 ―写真を楽しもうー
小川幸三・碩 安雄・寺田克嘉 写真家

撮りたい写真を撮るために
カメラの基本から学びませ
んか？作品講評と基本解説
に実習を加えながら、現役
のプロカメラマンが丁寧な
指導をします。

第3(火)
13:30～15:30・18:30～20:30
月額2,600円(税別)

第3(火)・　第4(日)10:00～13:00 月額4,630円(税別)

チョークアート
鳴海愛子 CAA日本チョークアーティスト協会認定講師

オイルチョークを使って指でくるくる描いていく
楽しいチョークアート。ポップでカラフルなウェ
ルカムボードを作りましょう！

月3～4回(金)
【初中級】きっちり基礎コース13:30～14:50 月額6,150円～(税別)
【中上級】みっちり上達コース15:00～16:20 月額7,350円～(税別)
【入門】かんたんお気軽コース16:30～17:10 月額4,500円～(税別)

楽しく華麗に！社交ダンス！
山田雅人
斎藤亜紀

（財）日本ボールルームダンス連盟1級インストラクター・審査員
A級ファイナリスト

人気テレビ番組などでお馴染みの社交ダンス講座です。
興味はあるが一歩踏み出せなかった未経験者の方、今よ
り綺麗に踊りたい経験者の方、お待ちしています。美容に
健康に、私達と一緒に楽しく踊りましょう！！

第1・3(土)10:00～18:00［1回30分］
月額7,000円(税別)

梅本けい子 相愛大学音楽学部卒

個人のレベルに合わせて指導致します。テクニ
ックを身に付け、レパートリーを増やしていきま
しょう。

月3回(月)16:00～19:00［1回30分］
月額7,500円(税別)

ピアノのおけいこ
伊藤宏美 大阪音楽大学卒

「自分が弾きたい曲」が弾けるように、ピア
ノと仲良くなって基礎から一緒に音楽を奏
でましょう。

英語でうたうジャズ&ポップス
井出とみ子 ピアノ&ボーカル

大阪音楽大学卒

発声と英語と大好きな曲で、心も体も脳も
元気に。生伴奏で歌ってライブ気分も楽しめ
ます。初心者でも大丈夫です。

JAA認定
ハンドトリートメント検定講座
家永純世 JAA認定インストラクター

JAA認定ハンドトリートメントトレーナー

「新」ハンドトリー
トメントの検定資
格が取得できる！
オールカラーと
DVD付の教材で
施術内容も多彩で
魅力満載の講座
です。

【全3回一括】15,000円（税別）
13:00 ～ 14:30
4/25・5/16・6/27（水）

JOPHダイエット
アドバイザー資格講座
山内よしこ 日本肥満予防健康協会認定講師

日本肥満予防健康協会の指導ノ
ウハウからダイエットの実践学、
協会認定でアドバイザー活動も
学ぶ講座です。肥満予防の実践
資格。「ダイエットを成功させ、維
持する」食事・運動・意識療法の
正しい知識を得られます。

【全3回一括】13,450円(税込)
12:30 ～ 14:30
4/28・5/26・6/23（土）

申込締切 1週間前

～首元を華やかに演出するスカーフ～
スカーフアレンジ講座

正木素美絵 日本スカーフコーディネーター
協会認定講師

今お持ちのお洋服にスカーフをプ
ラスするだけでオシャレに大変身
♪光沢感のあるスカーフは女性ら
しさを出し易いアイテムです。ア
レンジ次第でエレガントにもカジ
ュアルにも。基本の折り方とアレン
ジのコツをマスターして、上級者
になりましょう。
＊基本とアレンジ3～4種類

2,500円(税別)
13:00 ～ 14:30
3/19（月）11日

講座

申込締切 3/17（土）

ハーバリウム認定講座
扇能教子 日本ハーバリウム協会認定講師

資格取得することで、商
品販売、教室開講、ワー
クショップ開催が可能で
す。3種類のボトルを作
り、4時間集中で技術を
学びます。

（材料費込み）19,600円(税込)
10:00 ～ 15:00（休憩1時間含む）
3/29（木）11日

講座

登録（認定）費用6,480円（税込）
申込締切 3/26（月）

寄せ植え教室「春の寄せ植え」
髙橋惠子 グリーンコーディネーター

春に咲く草花や葉物苗で
寄せ植えをしましょう。ボ
リュームや表情も変化し
ていくので育てることも
楽しめます。ビオラ・シクラ
メン・ハーブ・イチゴ…な
ど、お好きな花苗を選んで
頂けます。

2,000円(税別)
10:30 ～ 12:00
3/15（木）11日

講座

申込締切 3/14（水）

飾り巻き寿司「おめで鯛」
～お寿司deアート～

宝巻子 JSIA東京すしアカデミー
飾り巻き寿司マスターインストラクター

切って感動、食べて
おいしい飾り巻き寿
司。初めての方でも
大丈夫です。入学・就
職…春は新しい始ま
りの季節。「鯛」を巻
いて華やかにお祝い
しましょう！！

2,000円(税別)
10:00 ～ 11:30
3/15（木）11日

講座

ファーのふわふわ
バッグチャーム

五反田都美子（財）日本余暇文化振興会認定講師
ビーズインストラクター

ふわふわした特殊な
毛糸を使い、ファー
を作ります。飾りにビ
ジュー・コットンパー
ル・リボンなどお好
みのものが選べ簡単
に可愛いバッグチャ
ームが出来ます。

1,000円(税別)
10:00 ～ 11:30
3/8または3/22（木）11日

講座

申込締切 各2日前

小笠原流礼法～生活に役立つマナー～

500円(税込)

今回のみ1,000円

白鳳流合気武道

HIP HOP

1,200円

1,850円

1,000円

1,550円 500円
200円（税込） 2,550円 2,550円

1,800円 3,050円

【上級コース】1,350円  【24式太極拳コース】1,050円

2,000円

3,100円 2,550円 1,000円
100円（税込）

1,550円
（マウスピース代100円）

ゆう し

1,550円

3/28（水）13:30 ～ 15:00

2,400円

「桜」3/8・22（木）13:00 ～ 15:00
300円(税込)

2,100円
2,800円（税込） 2,050円

全4回

全6回

申込締切 1週間前

2,600円

「ヴィクトリアンの小物入れ」
3/9・4/13（金）10:30 ～ 12:30

2,500円（税込）

2,550円 1,800円
1,080円（税込）

1,500円

2,850円

1,750円
3,000円 今回のみ1,000円

3/24（土）10:30 ～ 11:45

1,000円 1,620円（税込）

【初中級】2,050円 【中上級】2,450円 【入門】1,500円

大人のピアノ

1,000円 3,000円

第1・3(土)10:00～18:00［1回30分］
月額5,500円(税別)

月3回(月)16:00～19:00［1回30分］
月額9,000円(税別)

3,500円 1,000円

【4才～中3】

【4才～中3】

こどものピアノ 大好きなピアノ
2,550円2,050円

第1・3(金)
　13:00 ～ 14:30
　月額4,100円(税別)
　15:30 ～ 19:30［1回30分］
　月額5,100円(税別)

3/30（金）13:00～14:30

1,850円 【入門】1,950円
【初級】2,250円

2,400円 今回のみ1,000円

4/5・19（木）14:00 ～ 15:00 1,900円

全3回 全3回

（テキスト代）500円（税込） 3,500円（税込） 1,300円（税込） 1,500円（税込）

（休憩1時間含む）

1,200円

2,000円
1,500円

2018
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JEUGIAカルチャー

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募集しています。
詳 細 は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ーホームページ
「講師募集」ページ
をご覧下さい。

《お客様へ》当社から、教室の出席確認や講座情報や
各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。

JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

講師募集入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）
…税別表記ですが、講座により税込
　の場合もあります。

ホームページからもお申し込み承ります。

お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります

JEUGIAカルチャー

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募集しています。
詳 細 は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ーホームページ
「講師募集」ページ
をご覧下さい。

《お客様へ》当社から、教室の出席確認や講座情報や
各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。
JEUGIAカルチャーセンターは全国59会場有り

［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

講師募集入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）
…税別表記ですが、講座により税込
　の場合もあります。

ホームページからもお申し込み承ります。

ここ

22階 専門店A棟フロアMAP

　　　　　　　　　　　●入会金は5,000円(税別)で何講座でも受講
できます。●ご家族の方は入会金が半額になります。●満65歳以上の方
は、入会金が無料になります。（年齢確認のできる身分証明書等のご提示
をお願いします）●受講料は3ヵ月前納制です。●受講料には特に明記
した他は、教材費・材料費・運営費・試験料・認定料・その他費用は含まれ
ておりません。●消費税は別途要します。●参加人数が一定に満たない
場合、体験や講座開講を延期または中止することがあります。

色々なジャンルでご活躍されている講師の方々を随時
募集しています。詳細は、JEUGIAカルチャーセンター
ホームページ「講師募集」ページをご覧下さい。

《お客様へ》当社から、教室
の出席確認や講座情報や
各種サービスの告知、イベ
ント案内のご案内を差し
上げる場合がございます
ので、ご了承ください。

JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

体験・見学も承ります!
ご入会受付中

講師募集
…消費税は別途要します。（税別表記）

ご予約
承ります

…税別表記ですが、講座により税込の場合もあります。

〒560-0002 豊中市緑丘4-1 イオンタウン豊中緑丘2F
■千里中央より
　「緑丘」で下車する場合
　3番乗り場より「西緑丘」経由
　「豊中」いき乗車「緑丘」停留所すぐ

バスをご利用のお客さま

■豊中より「北緑丘」で下車する場合
　1番乗り場より「北緑丘団地」経由「千里中央」いき乗車
　「北緑丘」停留所下車、徒歩約5分

■豊中より「緑丘」で下車する場合
　2番乗り場より「西緑丘」経由「千里中央」いき乗車「緑丘」停留所すぐ

■千里中央より
　「北緑丘」で下車する場合
　2番乗り場より「北緑丘団地」経由
　「桃山台駅前」いき乗車
　「北緑丘」停留所下車、徒歩約5分

［電話受付］10時～20時（日曜：10時～17時まで）
06-4865-3530
ホームページからもお申し込み承ります。
パソコン・スマホ・携帯電話で➡
会場は➡大阪 「イオンタウン豊中緑丘」 をお選び下さい！

JEUGIAカルチャー

入会と受講のご案内

随
時

2階階
ジャンル豊富に150講座以上が集う 総合カルチャーセンター

06-4865-3530
〒560-0002 豊中市緑丘4-1 イオンタウン豊中緑丘2F

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.2.23

10:00～20:00
（日曜17：00迄）

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー 早割 2018年

3/31㈯
期間

ま
で

入会金1,000 割引（税別）

円

※一部、割引対象外の講座あり。 ※他の割引との併用は出来ません。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）お得な

割引!

和のイラスト講座～はがきに描く～ ストレス解消ヨガ バトントワリング 漫画教室★北摂deアート


